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遠藤麻衣×百瀬文
 「新水晶宮」
-
2020 年 7月 4日 (土 ) - 8月 2日 (日 ) 11:00-19:00  月火祝 休廊
* 新型コロナウイルス感染予防の観点より、来場者の密集を避けるため入場制限を行う場合がございます。
-
タリオンギャラリーにて、遠藤麻衣 ×百瀬文による展覧会「新水晶宮」を開催いたします。
本展は二人の初めての共同制作による新作から成り、両名をつなぐ「×」は二次創作におけるカッ
プリングを意味しています。是非ともご覧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
-
自身の結婚をモチーフにした作品「アイ・アム・ノット・フェミニスト！」などで知られる遠
藤麻衣は、映像、写真、演劇などのメディアや方法論を横断しながら、いまここにある身体が
発するメッセージと、社会規範や芸術のフォームとのずれを遊戯的に重ね合わせて表現をして
きた美術家、俳優です。近年では、批評家・キュレーターの丸山美佳とともに日本発のクイア
系アートジン「Multiple Spirits(マルスピ)」を発行し、オーストリア女性芸術家協会(VBKÖ)での
展覧会「When It Waxes and Wanes」の企画なども行っています。
百瀬文は、見ることと見られること、語ることと語られることの非対称性を映像によって自己
言及的に問い直し、主体の揺らぎやフォノセントリズムの不確かさを露わにするとともに、他
者との交感が空転しつつも発現するコミュニケーションの強かで多様なあり方を示す作品を制
作してきました。近年は、ACCの助成を受けてニューヨークで滞在制作を行ったほか、ベルリ
ンや東京で個展を開催、またイム・フンスンと共同制作した『交換日記』が全州国際映画祭に
正式招待されるなど、国内外で活動を行っています。
演じることと身体、眼差しと欲望、ジェンダーとセクシャリティについて、多様な角度からア
プローチを重ねてきた遠藤と百瀬は、本展覧会において「理想の性器」をひとつのキーワード
に共作を発表します。マスキュリンな言説の凝りをほぐし、軽やかなおしゃべりや転化を軸と
して構成される本展は、男と女、自然物と人工物などに二分されることのない、新たな性のあ
り方が実践されます。ぜひご期待ください。

遠藤麻衣×百瀬文 | Love Condition | 2020 | 映像 | 1時間 15分 52秒



Excerpt from “The Dildo as an Essay on Becoming While Creating”

「異性愛的な性の伝統が規範や自然として強化され続けている現在、書いたり、読んだり、形
成したり、配置したり、共有したり、それらあらゆる創造的行為と一体となった〈ディルド〉
を通して作り変えられていく性とその身体が生きる世界を描き出していく必要がある。
（中略）
〈ディルド〉は作り出すことができるし、身体のどこにでも置くことができる。〈ディルド〉
と身体の境界線は接続と切断を通して忘れさられ、私たちの器官の一部となっていく。自然や
人工物といった境界線を持たず、〈ディルド〉と私たちの身体は一体となって快感と欲望を生
み出していく。〈ディルド〉は私たちのもので、私たちの身体器官であり、私たちの欲望と快
楽であり、けれど私たちの境界を脅かす異質なものであり続ける。アプロプリエーションされ
る私たちの身体。もしかしたら、私たちの身体はすでに〈ディルド〉かもしれない。」

(展覧会に寄せたテキスト「試論としての〈ディルド〉」丸山美佳 (2020) より一部抜粋)

Multiple Spirits（マルスピ）vol.2 | 2019 | ジン



遠藤麻衣　Mai Endo

1984 兵庫県生まれ
2011 東京芸術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業
2013 東京芸術大学美術研究科絵画専攻修了
2016- 東京芸術大学美術研究科博士後期課程美術専攻
            油画 ( 壁画 ) 研究領域在籍
2018 ウィーン美術アカデミー交換留学

主な個展
2017    「アイアムノットフェミニスト !」 
             ゲーテ・インスティトゥート東京 ( 東京 )
2015 「ボクは神の子を妊娠した。」 TAV GALLERY ( 東京 )
 「アイ・アム・フェミニスト !」 ギャラリーバルコ (東京 )

主なグループ展
2020    「When It Waxes and Wanes」VBKÖ（ウィーン )
 山形一生「パンゲア・オン・ザ・スクリーン」
             TAV GALLERY( 東京 )、BankART跡 地 ( 横浜 ) 他
2019 TAV GALLERY 5th Anniversary Exhibition「MID CORE」
　　　　 TAV GALLERY( 東京 )
2018 「テラトテラ祭り 2018 Walls - 私たちを隔てるもの -」
             ハモニカ横町 ミタカ ( 東京 )
2017 始末をかくエキシビジョン「ふるさとは上演されている」
             世田谷生活工房 (東京 )
　　　   「history in art” pop up show at MKG」MAHO KUBOTA GALLERY( 東京 )
2016 MOTアニュアル 2016「キセイノセイキ」東京都現代美術館 (東京 )
2014 アートアラフドアニュアル 2014/ 民家園 ( 福島 )
　　　　 二十二会「13日のプレミアムな漂流」/国立奥多摩美術館 (東京 )

主な演劇出演
2019   指輪ホテル「バタイユのバスローブ」“GEORGES BATAILLE’S
           BATHROBE” naebono art studio(札幌)、BUoY(東京)
2018   岸井大輔「始末をかくレプレゼンテーションズ5」スタジオbear(横浜) 
2017   岸井大輔「始末をかくレプレゼンテーションズ4」space dike(東京)
           SONS WO:「シティIII」
           音楽実験室新世界(東京)、鴨江アートセンター(浜松) 
2016　岡崎藝術座「イスラ!イスラ!イスラ!」三重県文化会館小ホール(三重) 
2015   岸井大輔「始末をかく4 茶屋建築に求めてゆかなければならぬ」
           横浜広域 
           演出:大東翼、鈴木一郎太、西尾佳織「例えば朝9時には誰がルーム51
            の角を曲がってくるかを知っていたとする」ふじのくにせかい演劇祭
            高松次郎バースデー記念公演『台本』作:高松次郎・演出:神里雄大
            東京国立近代美術館 (東京) 
2014   岸井大輔「始末をかく4-こころをよむ-」
           アップリンクファクトリー(東京) 
            西尾佳織「透明な隣人 ~8 -エイト-によせて~」
           フェスティバルトーキョー14(東京) セルフ・ドキュメンタリー | 2015

映像 | 5分 56秒

Study (鏡渡 /褶振峯 /大みみずの子崔冲 /日高川草紙 /
松浦長者 /松浦佐用姫石魂録 ) | 2019~

会場 :VBKÖ | 撮影 :Claudia Sandoval Romero

うずらップ (♀) 
ミュージックビデオ | 4分 56秒

アイ・アム・ノット・フェミニスト ! | 2017
演劇 /結婚式 |10分 33秒

会場 : Goethe-Institut Tokyo 、主催 :フェスティバル /トーキョー 
撮影 :アロポジデ



百瀬文　Aya Momose

1988 東京都生まれ
2011 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業
2013 武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了

主な個展
2020 「Born to Die」switch point（東京）
2019 「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U」EFAG（東京）
2018 「Borrowing the Other Eye」ESPACE DIAPHANES（ベルリン）
2016 「山羊を抱く／貧しき文法」switch point（東京）
2014 「サンプルボイス」横浜美術館アートギャラリー１（神奈川）
2013 「ホームビデオ」switch point（東京）
2012 「なぞる人々」新宿眼科画廊（東京）

主なグループ展
2020 「3331 ART FAIR」3331 Arts Chiyoda（東京）
2019 「Reliving the Wounds」OPENBOX（ソウル） 
 「Happiness is Born in the Guts」
             Municipal Gallery Arsenał（ポズナン、ポーランド） 
　　　　 「Beyond Destruction」VICAS ART STUDIO（ハノイ）
2018 「織り目の在りか」あいちアートプログラム：オリナス一宮（愛知）
2017 「THE TRIAL」Corner College（チューリッヒ）
             「Brooklyn’s Finest」Holyrad Studio（ニューヨーク）
　　　　 「Melting Point」SeMA NANJI Exhibition Hall（ソウル）
2016 「六本木クロッシング 2016展：僕の身体、あなたの声」
              森美術館（東京）
　　　　 「やかましい鐘」ギャラリー・ハシモト（東京） 
　　　　 「六本木アートナイト : イム・フンスン、百瀬文《交換日記》」
　　　　  国立新美術館研修室 A（東京）
2015 「アーティスト・ファイル 2015隣の部屋―日本と韓国の作家たち」
              国立新美術館（東京）
　　　　 「Artist File 2015: Next Doors」
              韓国国立現代美術館 果川館（果川、韓国）
　　　　「引込線 2015」旧所沢市立第２学校給食センター（埼玉）
　　　　「障害（仮）」鞆の津ミュージアム（広島） 
　　　　「パレ・ド・キョート／現実のたてる音」
　　　　 ARTZONE & VOX ビル（京都）
            「さっぽろアートステージ 2015」
             札幌駅前通地下歩行空間〈チ・カ・ホ〉（北海道）
            「戦争画 STUDIES」東京都美術館 ギャラリー B（東京）
2014 「父と母」TALION GALLERY（東京）
            「Project 01齋藤陽道 × 百瀬文　ことづけが見えない」
             ギャラリー・ハシモト（東京）
2013 「北加賀屋クロッシング 2013 MOBILIS IN MOBILI 
              - 交錯する現在―」コーポ北加賀屋（大阪）
　　　　「すすきのアートプロジェクト＋越山計画 交感と交換」
             第 8 桂和ビル 3F、7F（北海道）
2012    「群馬青年ビエンナーレ 2012」群馬県立近代美術館（群馬）

聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと | 2013
 シングルチャネルビデオ | 25分 30秒

展示風景：「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U」EFAG EastFactoryArtGallery 
2019 | 撮影：金川晋吾

Social Dance | 2019
シングルチャネルビデオ | 10分 33秒

展示風景：「六本木クロッシング 2016展：僕の身体、あなたの声」
森美術館 | 2016 | 撮影：永禮 賢

写真提供：森美術館



ー
本展覧会に関しまして貴誌・貴社にてご紹介いただけますと幸いです。掲載用写真の貸出、
ご質問などございましたら、下記お問い合せ先までご連絡くださいますようお願い申し上げま
す。

[ 展覧会概要 ]
展覧会名  　新水晶宮 | New Crystal Palace
アーティスト　　           遠藤麻衣×百瀬文
会期   　2020 年7月4日(土) - 8月2日(日) 11:00-19:00
   　定休日：月・火・祝日
会場                         TALION GALLERY  東京都豊島区目白2-2-1 B1
協力                         山本悠
企画                         上田剛史 (TALION GALLERY ディレクター)

[ 注意事項 ]
ご来場の際には、以下の点についてご協力をお願いしております。
最新の情報はギャラリーWebサイトtaliongallery.com にてご確認ください。

・展示室内の密集を避けるため、入場制限を行う場合がございます。
・発熱、せき等の症状がある方はご来場をお控えください。
・マスクの着用とカウンター設置の消毒液のご利用をお願いいたします。

[ お問い合せ ]
TALION GALLERY 広報担当
Email: info@taliongallery.com  Tel/Fax: 03-5927-9858
171-0037 東京都豊島区目白2-2-1 B1  URL: www.taliongallery.com


